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町全体で出生を祝福、子育てを応援
子育て応援出産祝い金支給事業

　今年度より、町全体で子どもの出生を祝福するとと
もに子どもを産み育てやすい環境をつくるため、小
布施町子育て応援出産祝い金支給事業が始まりまし
た。この事業は、地域の身近な相談相手である民生
委員・児童委員とともに行っています。
　5月24日㊋、4月生まれのお子さんを対象に、地
区担当の民生委員・児童委員がご自宅を訪問し、「お
子さんの出生おめでとうございます。困りごとがあ
りましたら気軽に相談してください」とひと言添え
て祝い金を手渡しました。

情報Hot Line

第75回大会が開幕
小布施町早起き野球連盟

　第75回町早起き野球大会が5月15日㊐に松川総
合グラウンドで開幕されました。この日は3試合が
行われ、選手たちは久しぶりに会う仲間たちと野球
を楽しみました。町早起き野球連盟会長の小林雅幸
さん（押羽）は「一つのボールを追い、ヒットを打っ
た、エラーをした、勝った負けたで盛り上がる。そ
んな大人たちの野球がいつまでも身近にあり続けて
ほしいと願います」と語ってくれました。今年、町
早起き野球連盟は創設50周年を迎え、9月には記念
イベントが開催される予定です。
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　2週間前から準備の指示を出し、みんなに協力
してもらって、運動会が成功に終わったと思い
ます。委員長として全体をまとめるのが大変で
したが、みんな楽しいと言ってくれてうれしかっ
たです。自分も最後の運動会を楽しめました。　
　　　　　　　　　湯本天

てんま
馬さん（体育委員長）
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1_選手宣誓
2_Flag of Peace（6年生）
3_たいようリレー（全学年選抜）
4_弾

だ ん き ま い
季舞（全校）

5_玉入れリレー（1，2年）
6_つなひき（5，6年）
7_ばんbooりれー！（3，4年）
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第53回　栗ガ丘小学校運動会５
28

燃えろ赤組！　羽ばたけ白組！　みんなが主役の運動会

青パトが新しくなりました
　青パトは商工会青年部の皆さんのほか、まちづく
り委員会安全を考える部会や須高少年警察ボラン
ティア、須高ホワイト・エンジェルス隊の皆さんに
よる町内の巡回活動で使用しています。犯罪や事故
を警察などに通報、連絡するだけでなく、見守り合
いによる犯罪の抑止効果を心掛けています。これか
らも地域の安心安全を守っていきます。なお、巡回
中に流している「いかのおすし」の音楽は、小学校の
2学期の下校時から新しいメロディに替わります。

緑あふれるまちづくり
緑化木の頒布会5

14

　樹木に親しみを持ち、緑あふれるまちづくりを目的と
した緑化木の頒布会が5月14日㊏にフローラルガーデ
ンおぶせで行われました。当日は小雨が降るあいにくの
天候でしたが、多くの皆さんが長い列を作っていました。
苗木をもらった人からは「今年も緑化木の頒布会を楽
しみにしていた」「昨年とまた違った種類が用意されて
いてうれしかった。さっそく家の庭に植えて大切に育て
ていきたい」などといった声が聞かれました。
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〇対象農地　
　3年以上耕作されておらず、通常の農作業では作物
の栽培が不可能な状態と判断され、かつ、町農地バン
クに登録されている農地
〇対象者
　対象となる荒廃農地を再生し、耕作する農業者およ
び法人（①、②の条件を満たすこと）
①所有権移転または賃貸借もしくは使用賃借のいず     
　れかの権利の設定を受けていること
②対象となる荒廃農地を再生し、その後５年以上継続
　して耕作すること

　荒廃農地を再生し利活用を促進するため、対象農地
を再生し耕作する農業者などに交付金を交付します。

■問い合わせ　産業振興課農業振興係
　 　         ☎026-214-9115

認定農業者・認定新規就農者認定農業者・認定新規就農者 その他の農業者その他の農業者

上限額 10万円 7万円

奨励金 10アール当たり5万円 10アール当たり3万円

補助率 対象経費のうち2/3以内 対象経費のうち2/3以内

〇交付額

〇対象になる経費
　①委託費（業者に再生作業を委託した場合）
　②重機（バックホーなど）の燃料費
　③重機レンタル費
　④重機オペレーター費
　⑤土壌改良費（肥料、有機質資材の投入など）
　⑥その他必要と認められる経費

　※事業着手前の申請が必要です。
　※申請している農地の再生作業が完了しないと、　
　　新たな荒廃農地の申請はできません。
　※交付決定後に、計画が変更、中止または廃止に　
　　なった場合は、別途手続きが必要になります。

荒廃農地再生対策事業を実施します

実証実験　
「サタデーリサイクル」のお知らせ

　小布施町では資源回収の機会を増やし一層のリサイクルを推進する
ため、資源物の回収「サタデーリサイクル」を８月から11月まで株式会
社ツルヤ様駐車場で実証実験として行います。

日時 場所 回収品目 回収場所

8月6日㊏
9月3日㊏
10月1日㊏
11月5日㊏

9:00
～

10:30

ツルヤ
小布施店
駐車場

ビン
缶・金属
古紙類

右図参照

◆サタデーリサイクルご利用の注意点◆
・町内家庭から排出される資源物を対象としています。
・事業所から排出されるものは回収できません。
・「ペットボトル」、「白色発泡トレイ」、「牛乳・飲料パック」は
　ツルヤ様の店頭回収にお出しください。
・ 時間前の資源物の持ち込みは迷惑となりますので絶対にしな
　いでください。
※通常の生活支援ハウス駐車場での日曜資源回収とは異なり、
　回収場所に車両の進入はできません。車両でお越しの人は駐
　車場に止め、回収場所まではご自身でお持ちください。

　　　　　　　　　　　　■問い合わせ　住民税務課住民係
　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　        ☎026-214-9109

回収場所
（車両進入・駐車禁止）

古紙類

缶
金属ビン

駐車場

花公園

フローラルガーデンおぶせ

コメリ
小布施店

ツルヤ
小布施店

目 標

社会・経済動態
による削減量

省エネ・技術革新
による削減量

再エネによる削減量

森林・農地の吸収量
などによる削減量

社会・経済動態
による削減量
省エネ・技術革新
による削減量

再エネによる削減量

森林・農地の吸収量など
による削減量

CO₂排出量

CO₂排出量

2030年 2050年2013年

　日本全体で温室効果ガス排出量が過去最多
であった2013年を基準として、2030年には
50％削減、2050年には排出量ゼロ（ゼロ・カー
ボン）達成を目標とします。
　下記4つの基本姿勢に対し町民の皆さんとと
もに取り組むことで、段階的に排出削減を進め
ます。右図は、現状の技術水準や社会情勢から
想定した削減イメージです。今後の動向を踏ま
え、できるだけ省エネルギーや再生可能エネル
ギーの活用による目標達成を目指します。

ゼロ・カーボンでスマートな
移動ができる町（移動の排出削減）

電気自動車用の充電スポット
設置や、そもそも運転せずに

移動できる環境整備など

ゼロ・カーボンで電気を
創れる・使える町（電力由来の

温室効果ガス排出削減）

住宅の屋根上や営農一体型の
太陽光発電など

地域の資源で温まる町（地域
資源の熱エネルギーへの転換）

木質燃料供給の体制づくり

エネルギーをなるべく使わず
に済む町（省エネルギー）

省エネ家電への買い替え
や断熱性の高い家など

　次月号では環境グランドデザインの紹介と、6月5日㊐
に開催した「おぶせ未来環境会議」の様子もお伝えします。

小布施町環境グランドデザイン

■問い合わせ　総務課環境防災連携推進室　☎026-214-9209
-いのちと暮らしを守るためのゼロ・カーボン-

　5月号では町内アンケート結果を報告しました
が、今後は4つの基本方針ごとに紹介していきま
す。今月は「ゼロ・カーボン（温室効果ガスを出
さない町）」です。
　近年、台風や豪雨などの風水害がこれまでの
想定を超える規模で発生するようになりました。
2019年に本町を襲った台風19号は、被害総額が
約1兆8,800億円と水害単体では統計史上最大に
なりました。一方で、温室効果ガスの排出要因と
もなるエネルギーの動向を見ると、2020年の冬
ごろから電気料金の高騰が始まり、さらに2021

年秋ごろにはガソリンや灯油も含めてエネルギー
価格全体が高止まりしています。しかし、夏の最
高気温が上昇し、冬の寒波も続いている中、「ガマ
ンの省エネ」だけでは、むしろ健康的で活力ある
生活を阻害する要因にもなってしまいます。
　化石燃料を外から買ってCO₂も出している暮
らしから、できるだけエネルギーを自宅や地域で
つくり、ついでにCO₂も出さない暮らしへ。生活
を暮らしやすく、そして気候変動の影響からいの
ちを守ることを目指して、町が一体となって取り
組めることを考えていきましょう。

2030年にはCO₂排出量50％削減、そして2050年には排出量ゼロへ

　交通面での課題
解決を図りながら
排出削減を目指し
ます。

　価格や健康面でも安心
して暮らしていくため
に、快適で省エネな住ま
いづくりを目指します。

　化石燃料の価格高
騰 の 影 響 を 軽 減 し、
停電時にも電気を使
える町を目指します。

　町内の剪定枝などを
使用し、公共施設や温
浴施設などの熱エネル
ギーを賄います。
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知お知らせ

現住所 　例）小布施町大字小布施1491-2

氏名 　例）小布施 太郎 生年
月日

明・大・昭・平
　　55年4月1日

理由   1仕事・学業・冠婚葬祭　2 旅行などの外出・滞在
  3 病気・けが・出産・歩行困難　4 離島　5 住所移転　6 天災・悪天候

期日前投票宣誓書（兼請求書）の記入例

※感染症対策で期日前投票をする場合は、理由欄の「6天災・
　悪天候」に〇をしてください

生涯

学習

施設名 旅館加茂屋

期 間  6月26日㊐～８月31日㊌

電話番号  0255-46-2057

場 所  新潟県上越市谷浜

休 憩  無料

宿 泊

 中学生以上　6,500円
 小学生以下　6,000円
 ３歳未満　500円
 （1泊、朝晩2食付）

免除の種類 納付保険料

全額免除・
納付猶予 ０円

４分の３免除 4,150円

半額免除 8,300円

４分の１免除 12,440円

○令和4年度納付金額

社会

保障
政治

参加
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知お知 せ

有
料
広
告

庭の存在がライフスタイルを変える
庭木の手入れ・栗・果樹・高木の伐栽までお任
せください。その他何でもご相談ください！

庭園工事　茶庭・一般住宅庭園・修景工
　　　　　設計・施工・管理
エクステリア工事　門塀・フェンス・カーポート
石工事　灯籠・石積み・墓石・記念碑
その他　消毒・各種門松・雪吊り・屋上緑化等

消毒・手入れ・工事等緊急の
場合も対応します

一級造園技能士・庭園アドバイザー

TEL：247-2
に わ は な

887 
FAX：247-5633
E-mail：obuse@niwahana.net

株 式 会 社

知お知らせ
高齢者等タクシー利用助成券の更新申請はお済みですか
　高齢者等タクシー利用助成券は1年に1度、６～
７月に更新申請をする必要があります。８月以降
もタクシー券の交付を希望する人は申請してくだ
さい。更新申請をしないと、８月以降のタクシー券
は届きませんのでご注意ください。
　75歳になって初めて申請される人、昨年と課
税状況などが変わり新たに対象になると思われる
人の申請は随時受け付けています。詳しくは健康
福祉課高齢者福祉係にお問い合わせください。

■問い合わせ　健康福祉課高齢者福祉係
　　　　　　　☎026-214-9108

　高齢者等タクシー利用助成は、①「75歳以
上の人」②「重度の心身障害のある人」の移
動支援を目的に、１枚700円、１か月当たり
2,100円分の助成券を交付しています。
※本人の住民税が非課税の人が対象となり　
ます

タクシー利用助成

〇未就学児の均等割額を軽減します
　子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、町の
国民健康保険に加入している未就学児にかかる均
等割額の５割を軽減します。
　既に、世帯主と国保加入者の合計所得に応じた
２割・５割・７割の軽減を受けている世帯は、未
就学児分のみ、軽減後の均等割額の５割をさらに
軽減します。

国民健康保険税の賦課上限額と未就学児の均等割額を見直します
　令和３年度の税制改正を受け、本年度分から国
民健康保険税条例を改正しました。改正後の保険
税額は７月中旬に郵送する本算定納税通知書でお
知らせします。

〇賦課限度額を引き上げます
　国民健康保険税は、その世帯の年間の保険税の
上限額（賦課限度額）が決まっています。本年度
分から医療分を２万円、後期高齢者支援金分を
１万円引き上げます。

■問い合わせ　住民税務課税務係
　 　         ☎026-214-9103

基礎課税分
（医療分）

後期高齢者
支援金分 介護納付金分

改正前 　　63万円 　　19万円 　　17万円

改正後 　　65万円 　　20万円 　　17万円

送付月
7月 ９月

保険証の色 緑色 桃色

有 効 期 間 8月1日～ 9月30日 10月1日～令和5年7月31日

後期高齢者医療保険の窓口負担割合「２割」導入に伴い
保険証が２回に分けて交付されます
　毎年７月に有効期間が８月１日から翌年７月
31日までの保険証を送付していますが、令和4
年10月から２割負担が導入されるため、今年
度に限り、全被保険者の皆さんへ２回（7月と
９月）に分けて保険証を送付します。

　７月にお送りする保険証が１割負担だった人
のうち令和3年中の所得が一定以上ある人は、
10月から２割負担となります。詳しくは、町報
7月号でお知らせします。

■問い合わせ
　長野県後期高齢者医療広域連合　☎ 026-229-5320     
                   住民税務課住民係　☎ 026-214-9109

重症度 症状 処置方法

Ⅰ度

・手足がしびれる
・めまい、立ちくらみがある
・筋肉のこむら返りがある（痛い）
・気分が悪い、ボーっとする

涼しいところで休ませ
る。冷やした水分や塩
分を補給する。誰かが
ついて見守り、回復し
なければ病院へ

Ⅱ度

・頭ががんがんする（頭痛）
・吐き気がする、吐く
・体がだるい（倦怠感）
・意識が何となくおかしい

Ⅰ度の処置に加え、衣
服をゆるめ、体を積極
的に冷やす

Ⅲ度

・意識がない
・体がひきつける（けいれん）
・呼びかけに対し返事がおかしい
・真っすぐに歩けない
・走れない・体が熱い

Ⅱ度で水分・塩分を自
分で取れないときやⅢ
度の症状であればすぐ
に病院へ

熱中症の症状と重症度

高齢者の熱中症予防ポイント
①のどが渇かなくても水分補給
②部屋の温度をこまめに測る（室温をほぼ 28℃前           
　後に保つようにしましょう)
③１日１回汗をかく運動をしましょう（運動習慣を身に  
　付ければ体温調整能力の老化を遅延できます）

■問い合わせ　須坂市消防署小布施分署
　　　　　　　☎026-247-5901

　近年、高齢者と子どもの熱中症の発生率が
高いことが知られています。コロナ禍のマス
ク生活で迎える夏は、特に注意が必要です。

子どもの熱中症予防ポイント
①顔色や汗のかき方を十分に観察しましょう（顔が赤く
　ひどく汗をかいている場合には深部体温がかなり上昇
　している可能性がありますので、涼しい環境で十分な
　休息を与えましょう）
②適切な飲水行動を習慣付けましょう
③日ごろから暑さに慣れさせましょう
④適切な服装を選びましょう（幼児は服の選択や着脱
　のタイミングについて十分な知識がありません。保
　護者や周囲の大人の指導が必要です）

小布施分署からのお知らせ　～熱中症を予防しましょう～

　「フレイル」とは、高齢期に心と体の機能が衰え
た状態をいい、「健康な状態」と「介護が必要な状
態」の中間の段階にあることをいいます。フレイ
ルは気づかないうちに忍び寄ります。「健康」から

「健康で長生き」へ。フレイル対策に取り組みませ
んか？

すこやかシニア教室のご案内　～フレイルを予防しよう～

対象者　おおむね65歳以上の人（予防の観点から、
　要支援以上の介護認定を受けておらず心身が自
　立している人）　
内容　フレイル予防の講話と実技（運動）
　※希望者には、理学療法士または作業療法士・
　　保健師による個別相談もあります

■申し込み・問い合わせ先
　地域包括支援センター　☎026-242-6680
　※右表より都合の良い日を選び、電話でお申し
　　込みください（内容はいずれも同じです）
　※先着順となります(定員　各日20人)

日　　程
7月21日㊍ 9月21日㊌

10月12日㊌ 11月16日㊌

時間は、いずれも13:30 ～ 15:00

フレイルって知っていますか？

小布施橋が『夜間車両通行止め』になります
■期間：6月20日㊊～ 10月28日㊎（午後8時から翌朝5時まで）
　※土日祝日は通行できます。
　　詳細については右記QRコードからご確認ください。
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第99回

出陳された上町祭り屋台（屋外展示のため仮設の屋根が

架けられている）（関谷家ガラス乾板） 令和4・5年度の広報員、カメラ・ビデオリポーターの皆さんを紹介します
　自治会やコミュニティなど地域の皆さんの声を広報員までお寄せください。町報や
ホームページ、Facebookでお伝えします。

広報員 担当地区 広報員 担当地区
中澤久美子さん（東町） 東町・上町 内山尚美さん（羽場） 北岡・押羽・羽場

中島敏子さん（中町） 中町・伊勢町・中央・中扇 大島秀美さん（清水） 六川・中子塚・矢島・清水

曽我　香さん（栗ガ丘） 横町・福原・栗ガ丘 定塚美恵子さん（松村） 中条・松村・雁田

三輪美智子さん（大島） 大島・飯田 牧野秀男さん（松の実） 水上・松の実・千両・クリトピア

樋口昌宏さん（林） 林・山王島

カメラリポーター
土屋一男さん（千両）

大内繁男さん（上町）

小林　進さん（六川）

ビデオリポーター
吉田健二さん（中央）

塩尻利一さん（栗ガ丘）

児島明浩さん（中央）

　町や地域の行事などの様子を、写真や動画を通
して広く町内外や後世に伝えるため、カメラやビ
デオカメラを手に活躍していただきます。撮影の
際は、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

広報員の皆さん

カメラ・ビデオリポーターの皆さん

はじめまして　北
きたがわ

川　司
つかさ

です
地域おこし協力隊通信  №15

有
料
広
告

コミュニティ・スクール通信　VOL.14 今回は生活リズムと脳の発達について考えます

　私たち人間は、ヒトとして
生まれ、人と人の間で育つ中
で『人間』になっていくとい
われています。人間の特徴
は、寿命が長く、子ども時代

が長いことです。あらゆる動物の中で人間は成人にな
るまでの期間が一番長いのです。人間は、長い子ども
時代に家族や社会集団の中でさまざまな体験をしなが
ら育てられていきます。また、ヒトの体の最大の特徴
は脳が大きいこと。大きい脳を育てるには多くの時間
とエネルギーを必要とします。
　『自分は遅く寝ても問題ない』といわれる人がいま
すが、脳のダメージは見えませんし、脳が興奮状態に
なっていて感じないのかもしれないのです。子どもの
脳は未熟で成長に時間がかかるため、養育する大人が
環境を整えないと育ちません。自然と育つものではな
く、育てるものなのです。
　そのポイントは睡眠の習慣付けです。朝日をしっか
り浴び、夜は電気を消すといった五感への刺激を生後
すぐから繰り返し、年齢に合せた睡眠時間を確保する

ことで、脳は育ちます。特に、幼児期睡眠を大切にし
た生活リズムの習慣付けをされた子どもと、大人の生
活リズムに合わせて生活してきた子どもでは『見かけ
はかわらないが、脳の中身は大きく異なっており、小
学校に入ってからの学習の出来が違ってくる』と小児
科医の成田奈緒子先生はいわれています。
　生活リズムを1日（24時間）の時間の使い方と考え
ると、学校では週5日、1日8時間ほどを過ごしてい

年齢 睡眠時間
7歳 10時間30分

9歳 10時間

11歳 9時間30分

13歳 9時間15分

15歳 8時間45分

17歳 8時間15分

出典　成田奈緒子『早起きリズム
　　　で脳を育てる　脳・こころ・
　　　からだの正三角形』

ます。授業は1日4時
間、そ の 時 間 に 頭 が
しっかり働くようにな
れば、おのずと学力も
向上していきます。日
中のパフォーマンスを
上げるためには、年齢
に合った適切な睡眠時
間に加え、十分なエネ
ルギー補給（食事）も
大事になってきます。
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　４月、ゆり組のみんなでお当番表を作りました！始
めは年少組のときとは違ったお友だちの前に立つこと
に、不安な様子も見られました。今では、「私、今日お
当番だよ！やった！」と、みんなの前に立ってお当番
ができることを喜び、張り切ってお当番の仕事をして
います。さらに、「みんな（時計の針が）５になったよ！
お片付けだよ」、「先生、ズボン汚れちゃったから着替
えてきます」と教えてくれ、自分から率先して行動す
る姿がたくさん見られるようになってきました。そん
な子どもたちが、お兄さんお姉さんらしく見えて、毎
日頼もしさを感じています。これからも、当たり前の
毎日を大切に子どもたちが成長していく姿を見守って
いきたいと思います。

学校・園だより
つすみ保育園  4 歳児ゆりぐみPOSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育 あります。ぼくは友達と一緒に授
業以外の時もいろいろなことを学
んでいると思います。友達と遊ん
でいるから転んでけがをします。
でも、友達なのでみんなで助け合
います。なので転んでけがをして
も全然いたくありません。
友達はいろいろなタイプの人がいます。おもしろい
人、もりあげてくれる人、まとめてくれる人、静かな
人、障がい者もいます。全てがあって、今のぼくがあ
ります。友達がいなかったら、ぼくはいなかったので、
ぼくの一番なくしたくないものです。

（令和3年度人権同和教育の推進に関する入選作文。
一部修正・省略。学年は現在の学年）

　ぼくはどうしてもなくしたくないものがあります。
それは、友達です。友達がいるから遊べるし、友達が
いるから学べます。友達がいたから、今の僕がいると
思います。
　ぼくが友達の大切さを知ったのは、小学生になって
からです。ぼくが保育園にいるときは、友達のことは
全然分かりませんでした。一年生になって、友達と一
緒に学んで、友達と一緒に遊んで、友達と一緒に助け
合うようになると、友達の大切さが分かりました。友
達だからけんかをします。でも、けんかで学ぶことも

「どうしてもなくしたくないもの」

栗ガ丘小学校 6 年　　川上昊
こ う た

汰さん

いいね

小布施 小布施町商工会青年部　湯本孝正さん
「弾

だ ん き ま い
季舞」で町を元気に

　栗ガ丘小学校５年生が、運
動会 2 週間前に体育館で、湯
本さんから弾季舞の由来や踊
りのポイントを教えてもらい
ました。弾季舞は 10 年程前
に、前町長がくりんこ祭りを
盛り上げてほしいと要望し、
小布施町商工会青年部が創作
した踊りです。湯本さんは弾季舞の十二支の踊りを５
年生に教え、主役として楽しく踊ってほしいと伝えて
います。練習が進むと１・２・３の弾むリズムがそろっ
てきて、踊りの足を踏む音が体育館に響きます。子ど
もたちは練習後に、「弾季舞がどうやってできたのか
わかってよかった」「弾季舞の大事なところを教えて

もらった」と感想を発表。弾季舞は運動会で披露され
るようになり、曲が流れると自然に踊る子どもの姿が
見られるようになったと笑顔の湯本さん。さらに、ス
ポーツ少年団サッカーのコーチも務められており、こ
れからも弾季舞やスポーツで、小布施町を元気にして
いきたいと話します。

　
　知る人ぞ知る名作絵本『どうぞのいす』香山美子・
作、柿本幸造・絵　のオマージュがテラソにできまし
た！「どうぞのいす」すなわち、その椅子に置いてあ
るものと、自分の何かを交換できる物々交換の椅子で
す。絵本の可愛い世界観そのままに、まずはテラソか

ら利用者の人へ「どうぞ」したいも
のを置いていきます。利用者の人で
もらっていってくださった人は、可
能であれば、何か小さなほんの少し
の交換物を持ってきていただけた
らうれしいです。詳しくは、「どう
ぞのいす」の横にある看板をご覧く
ださい。

☎ 026-247-2747 　Fax 026-247-4504

開館時間　9:00 ～ 19:00
７月の休館日▶5日㊋、12日㊋、19日㊋、26日㊋

　　　　　　            28日㊍（蔵書整理日）

　青い色といえば何が思い浮かびますか。空、海、寒い朝、あ
の夏の思い出。いろいろ浮かぶと思いますが、なんだか爽やか
なイメージが浮かぶのではないでしょうか。そんな爽やかイ
メージの青い色で装丁された本を集めてみました。果たして中
身もイメージ通りなのか、読んで確かめてみてくださいね。

　テーマは「青い本」

『舟を編む』
三浦しをん・著

『HYGGE　365日シンプル
な幸せのつくり方』マイク・

ヴァイキング・著

７月のおはなし会
日　時 内　容

7月 9日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
7月 15日㊎ 15:30 ～ 低学年のおはなし会
7月 23日㊏ 10:30 ～ たなばたおはなし会（予約制）

※新型コロナウイルス感染防止のため中止になる場合があります。

新たに 167 冊（一般 137 冊、児童・絵本
30冊）の本を迎えました。ぜひ足をお運び
ください。

ホームページ

テラソに「どうぞのいす」をつくります！

note

新着本紹介

司書のひとつかみ
― テラソおススメの本をご紹介します ―

７月のテラソ百選のテーマは 「頭」です
　あたま・かしらの読みにちなんで選
書しました。尾頭付きからめでたいを
連想したり、かしらと呼ばれる職業を
思い浮かべたり、人形浄瑠璃からお灸
まで「頭」を悩ませながら集めました。

　　    『雪の女王』
ハンス・クリスチャン・
アンデルセン・作　
サンナ・アンヌッカ・絵

が素敵ですけど、一番を決めるならどのシーンですか？
　うーん（またパラパラめくりながら）。直前まで孤独で、もうこ
の世から消えてしまいたいくらいに凹んでいるキキが「海ってキ
レイ！あ！私元気になれるかも！」ってなるところですかね。海
だけで元気になれるキキの真っ直ぐさというか単純さだけで霧
が晴れていくシーンがすごく好きで。私にとってはそれがお花だ
なと思ったりします。こんな風にまっすぐ好きなものからエネル
ギーをもらえる人でありたい。
　いいですね。愛さんは、自分の「好き」がすごくはっきりしてい
るっていうイメージが私の中にあるかも。カワイイが好き！もそ
うだし。
　そうかも。カワイイ！は好き。多分可愛いものが手近にあると
安心するんだと思います。何か困ったことや嫌なことがあっても
バランスが取れるというか。
　自分の機嫌を自分で取る方法を愛さんは持ってるんですね…。
なんかそれいいなあ。
　確かに(笑)　でもそれなのに落ち込むときは凄く落ち込ん
じゃうんですけどね(笑) 
　そういう時は、キキと一緒にまた旅して「元気になれそう」っ
て思いましょ (笑)
　そうします！

　今回お話を伺ったのは、フローラルガー
デンおぶせを拠点に活躍する小布施の地域
おこし協力隊お花担当の愛

まな
さん。愛さんに

とっての大切な一冊は？　
　魔女の宅急便のキキの詩集、「元気にな

れそう」です。絵も言葉も大好きでいつも枕元に置いてあります。
愛が落ち込んだ時に寄り添ってくれる一冊。
　そっか、キキと自分が重なっているというか。キキと一緒に元
気になっていく感じなんですね。
　そうです！すごく一緒だ～！って思うところが沢山あります。
例えば…（本をパラパラめくりながら）これもそうなんですけど、
キキがオソノさんのパン屋を外から眺めて「入っていく勇気があ
ればいいのに…」って心の中で思っているシーン。映画だとオソ
ノさんがキキのことを追いかけてきてくれるんですよね。愛もキ
キと一緒で元気な印象が強い反面、本当はすごく臆病で…。誰か
が手を差し伸べてくれるのを待っているところがまだまだある
なあと思います。小布施町に来てからもキキにとってのオソノさ
んみたいな色んな大人に手を差し伸べてもらっているってこの
ページ見るたびに思う。
　そうですよね。魔女の宅急便って、外からきた何にも知らない
女の子がちょっとずつ町に入っていってそこがお家になっていく
話なんですよね。私たちと設定、似てますね(笑)全部の絵や言葉

聞き手  テラソ館長　志賀アリカ

私をつくった一冊対談
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令和４年7月 イベントカレンダー

日 月 火 水 木 金 土
6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 1 2

3･4か月児健康診
査(令和4年2月
~3月生まれ)
受付
(13:00~13:15健
福)

10･11か月児健康
診査(令和3年7月
~8月生まれ)
受付

（13:00~13:15健
福）

子育て教室・こっ
こ塾（6・7か月児）
(令和3年11月
~12月生まれ)
受付
(9:30~9:45健福)

お
転倒予防教室
(名字あ～さ行)
(13:30 ～健福）

3 4 5 6 7 8 9
日曜資源回収

（7:00 ～ 生駐） カリオスタット検
査
受付（15:30 ～
16:30健福）

お
オレンジカフェ・
くりんこ(13:30~
健福)

お
転倒予防教室
(名字た～わ行)
(13:30 ～健福）

10 11 12 13 14 15 16
参議院議員通常選
挙投票日(7:00 ～
20:00　町内４投
票所)P6

お
ダンスで脳元気教
室（13:30 ～健福）
お
シニアクラブマレッ
トゴルフ大会（8:30
～小布施総合公園）
P16

お
転倒予防教室
(名字あ～さ行)

（13:30 ～健福）

17 18 19 20 21 22 23
小布施見にマラソ
ン

海の日 お
 転倒予防教室
 (名字た～わ行)
 (13:30 ～健福）

シルバー人材セン
ター入会説明会

（13:30 ～桃源荘）

お
すこやかシニア教
室（フレイル予防
教室）

（13:30~健福）P9
24 25 26 27 28 29 30

お
チャレンジのど自
慢教室（13:00 ～健
福）
お
シニアクラブオープ
ンゴルフ大会（8:45
～アパリゾート上越
妙高の森）P16

1歳6か月児健康診
査(令和2年11月
~12月生まれ)
受付

（13:00~13:15健
福）

31
小山田杯少年少女
球技大会

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

健福・・・千年樹の里/健康福祉センター　　　　　お・・・おでこポイント対象事業　　　　　　・・・乳幼児健診・子育て教室
生駐・・・生活支援ハウス駐車場　

おぶせっこ
大集合！！
　月生まれ

「誕生日おめでとう☆
たくさん遊んでたく
さん笑って幼稚園生
活を楽しんでね」

あらい・はる

くん

H30.6.1生

荒井佳和
（水上）より宜枝母

父

荒井　晴

6

■問い合わせ　各種相談　☎ 026-247-31117月の各種相談
相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　な　ど

人権よろず相談 6日㊌ 12:30 ～ 14:30
※電話、匿名でも可 人権擁護委員 北斎ホール相談室

☎内線545

心配ごと相談 5日㊋
19日㊋ 13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール相談室（5日）

北斎ホール事務室（19日）

行政相談 15日㊎ 9:30 ～ 11:30 行政相談委員 北斎ホール相談室
☎内線545

乳幼児
健康相談 6日㊌ 9:30 ～ 11:30

※要予約
保健師・栄養士

臨床心理士 健康福祉センター

住まいづくり相談 20日㊌ 14:00 ～ 16:00
※要予約 住まいづくり相談員 公民館2階音楽室

結婚相談 毎週㊋、㊍
※祝日を除く

13:00 ～ 17:00
※要予約 結婚専門相談員 小布施町社会福祉協議会

☎026-242-6665

心のサポート相談 毎週㊎
※祝日を除く

13:30 ～ 15:00
上記時間にお電話で面接時間を

ご予約ください。

臨床心理士
精神保健福祉士

おぶせフラワーセンター
2階相談室

☎026-214-6651
精神保健相談

思春期心の相談 27日㊌ 15:00 ～
※要予約 精神科医師 須坂市保健センター

「この間、補助輪なし
の自転車にすぐ乗れ
てびっくり！さくに
いにやパパと沢山乗
ろうね！これからも
笑顔いっぱいな彩葉
で♡」

さとう・いろは

ちゃん

H30.6.12生

佐藤聖二
（押羽）より美紀子母

父

佐藤彩葉

エンゼルランドセンター　7月の予定
■問い合わせ　エンゼルランドセンター　☎026-247-2137

グループ 自治会名 7月　利用できる日

A 東町・伊勢町・中央・中扇・福原・栗ガ丘・大島・林
山王島・羽場・中子塚・中条・松の実・クリトピア

4日㊊、6日㊌、8日㊎、12日㊋、14日㊍、
19日㊋、21日㊍、25日㊊、27日㊌、29日㊎

B 上町・中町・横町・飯田・北岡・押羽・六川・矢島
清水・松村・雁田・水上・千両

1日㊎、5日㊋、7日㊍、11日㊊、13日㊌、
15日㊎、20日㊌、22日㊎、26日㊋、28日㊍

企　画 グループ 日　時 内　　容 対　象

 夏まつり
A 7/4㊊

7/6㊌
10:00~ 夏祭りの雰囲気を親子で楽しみま

しょう。
予約制（各日15組、6/24㊎から受付）
参加費無料
持ち物：なしB 7/1㊎

7/5㊋

 プール開き
A 7/8㊎

10:00~ 夏の間、楽しく水あそびができるよ
う、水の神様にお願いをしましょう。

予約制（各日15組、6/24㊎から受付）
参加費無料
持ち物：ぬれてもいい服装、日よけ帽子（おうちの人も）B 7/7㊍

 おはなしの日
A 7/12㊋

11:00~ 「ゆうゆうサークル」の皆さんによる
楽しい手あそびやおはなしです。

予約制（各日15組、6/24㊎から受付）
参加費無料
持ち物：なしB 7/20㊌

エンゼル
通 信

小布施町
公式LINEからのお知らせ

小布施町
公式LINE
友だち登録は
こちらから→

■問い合わせ　企画財政課広報情報係
　　　　　　　☎026-214-9102

ぜひご回答をお願いします。今後、利用できるサー
ビスを随時追加していきますので、まだ友だち登録
が済んでいない人は登録をお願いします。

　小布施町公式LINEでは、町からのお知らせ、イベ
ント・催し物、災害情報などを皆さんにお届けして
います。
　7月から新たに希望する情報や年齢などを組み合
わせて、一人一人の希望に沿った情報をお届けする
セグメント配信の機能を導入します。これに伴い、
以下の内容で LINEのアンケートを実施しますので、

■アンケートについて
　・対象　小布施町公式LINEの友だち
　・方法　LINEのメッセージにより実施
　・内容　配信を希望するメッセージ、年齢など
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暮らしの情報暮らしの情報

※掲載は希望者のみ
　（敬称略）

籍戸
窓 口
の

問

シニアクラブ
マレットゴルフ大会・オープンゴルフ大会を
開催します
　

対象者はおおむね60歳以上の人で、シニアクラブ
会員でない人も参加できます。

●第29回オープンマレットゴルフ大会
　日時　７月12日㊋　8：30集合
　　　（雨天の場合は翌日）　
　場所　小布施総合公園　マレットゴルフ場
　参加費　無料
　申込期限　６月30日㊍

●第14回オープンゴルフ大会
　日時　７月25日㊊　8：45集合
　場所　アパリゾート上越妙高の森
　　　　ゴルフコース
　参加費　プレー代各自負担
　申込期限　７月７日㊍

■申し込み・問い合わせ
　小布施町社会福祉協議会　☎026-242-6665

おでこポイントカードを
お持ちください！

問

問

問

寄付のお礼 厚くお礼申し上げます。

・みらいく　
　山岸裕始さん
　（福原）より
   「子育てポケット」

・千葉県茂原市　　     谷本 忠彦様　  10,000円
・大阪府東大阪市　     松田 有佳様　  46,000円
・東京都江東区　　     新井 千春様　  87,000円
・千葉県船橋市　　     加瀬 敏雄様　  85,000円
・大阪府寝屋川市　     本間 公子様　  44,000円

納期限は 8月1日 ㊊です

忘れないで忘れないで 7月の納付7月の納付
町県民税　　　 　1 期

ひとのうごき
6 月１日現在 （前月比）

人10,988合計 （＋ 3）
女 人5,696 （－ 3）

世帯3,994世帯

男 人5,292人口 （＋ 6）

（＋ 6）

回答1 今年度、改修工事を行います

　以前よりお寄せいただいていましたが回答が遅く
なり、その間ご心配をおかけし大変申し訳ございませ
んでした。児童の安全を第一に、学校行事などを考慮
し、改修工事を行ってまいります。
■問い合わせ
　教育委員会子ども支援係　☎026-214-9110

小学校の児童昇降口の壁を改修する
か塗装をしてほしい

　小学校の児童昇降口付近の外壁があまりにも汚い
です。朝、不安な気持ちを抱えながら頑張って登校す
る子どもたちもいるので、温もりを感じるエントラン
スであってほしいです。

意見1

回答2 感染対策の徹底と、児童と保護者の皆さ
んにより丁寧な対応を心掛けます

　国や県ガイドラインに基づき、引き続き感染対策を
徹底し、学校内における感染拡大防止に努めてまいり
ます。また、ご家庭への連絡や子どもの心のケアといっ
たコミュニケーションは、コロナ対応に限らず大切なこ
とです。あらためてその重要性を認識し、より丁寧な対
応を心掛けてまいります。
■問い合わせ　
　教育委員会子ども支援係　☎026-214-9110

小学校におけるコロナ対応について

　小学校での新型コロナ感染者が多いです。明らか
に校内で感染が広がっている様子がうかがえます。
換気やドアノブなどの消毒などできているか疑問で
す。さらなる感染対策、子どもさんの心のケアの徹底
をお願いします。

意見2

回答3 飼い主の皆さんにマナーを守ってもら
うようお願いしていきます

　町では、犬・猫の飼い主マナーについて、町報や同
報無線、ホームページなどで啓発してきました。あら
ためて町報などによりマナーを守るよう啓発し、ま
た飼い主に対し適切な飼育をお願いしてまいります。
■問い合わせ　
　住民税務課住民係　☎026-214-9109

　飼い猫が、玄関・庭・畑・空き地にフンをして大
変迷惑しています。近隣に迷惑のかからないよう飼
育方法を行政指導していただくよう強く求めます。
猫の飼い主は、敷地に数カ所乾いた砂など置くよう
飼育方法に工夫をしてほしい。

猫の飼い主は敷地に乾いた砂場を
置くような飼育をしてほしい

意見3

私の意見箱
　町政への意見を各自治
会に設置の意見箱へお寄
せください。いただいた
意見を参考に町政運営を
進めます。

問
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6 月号：入稿予定日 5 月   15 日
　　　　発行日　　6 月   20 日

町報おぶせ　枠サイズ：横 177 ㎜ × 縦 52 ㎜
　　　　　　色：カラー
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Health 情報

みんなの健康ひろば

健診・各種がん検診が始まりました

出典　令和3年度　長野保健福祉事務所業務概要より抜粋
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悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

老衰

肺炎
86.4
112.5

214.5

331.3

34.6

32.9

123.0

168.9

235.7

185.2

主な死因別死亡率の推移
(人口10万対)

　町では、健診結果を踏まえ生活習慣病発症リスク
の高い人から順に、医師や保健師・栄養士がそれぞ
れの生活に即した生活習慣等改善のための支援を
行っています。健診で自分の健康状態を知り、健康
について考えてみませんか？
　健診、これから始まる各種がん検診は随時お申し
込みいただけますので保健センターまでご連絡くだ
さい。詳細は町ホームページをご覧ください。

小布施町の状況について
が多い状態と言えます。
　「脳血管疾患」による死亡率は低い傾向ではあり
ますが、発症すれば後遺症が残ったり介護が必要な
状態になったり、生活に大きな影響を及ぼします。

　長野保健所管内で比較すると、人口10万対の死
亡率では小布施町の「脳血管疾患」や「心疾患」に
よる死亡は県全体での死亡率より低い状態ですが、

「悪性新生物」による死亡率は高く、がんによる死亡

「悪性新生物」と「老衰」の死亡率が増加、「心疾患」
は横ばい、「脳血管疾患」は減少傾向にあります。

　令和3年度長野保健福祉事務所が公表した主な死
因別死亡率の推移によれば、長野保健所管内全体で

生活習慣の改善
すが、それまで“どう生きるか”は自身の生活習慣
で変えることができます。

　これら三大疾病（がん・心疾患・脳血管疾患）は
生活習慣の改善で予防したり、発症を遅らせたりす
ることができます。死は誰にでも必ず訪れるもので

健診のすすめ ～「健診」と「検診」の違いって？～
　読み仮名は同じ「ケンシン」ですが、
意味が違うことはご存じでしたか？
　「健診」は健康診査のことで、特定の
病気を検査するものでなく、健康状態
を確認することを目的とした検査です。これに対し

「検診」は、特定の病気にかかっているかどうかを調
べるために診察・検査を行うことで、早期に病気を
発見し治療することを目的とした検査です。

健診結果や体調のこと、食事など健康に　
ついて気になることはありませんか。
保健師と栄養士に何でもご相談ください。
・保健センター　　　☎026-214-9930
・健康福祉課健康係　☎026-214-9107

1

3

めしべ

おしべ

2

雁田山にホタルカズラの花が咲く
　ホタルカズラはムラサキ科の多年生植物で、山野
の日当たりのよい所や、林の中の半日陰の所にも生
えている植物といわれています。雁田山でも、かつて
は薄暗い杉林の中にもありましたが、現在は日当たり
の良い草地でしか見ることができません。春、立ち上
がって花の付けた茎の根元から新芽が横に伸びて、
そこから新たな根を出して広がっていきます。蛍の光
のような花を咲かせること、つる性の植物をカズラと
いうことから、ホタルカズラの名前がつけられました。 
　　　　　　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse 　　123vol.

1_5月中旬ごろ10ｃｍ位伸びた新枝の先に咲く花
2_筒状で先が5つに分かれている花　（写真1は清水さん提供）
3_おしべ5本とめしべ１本から形成される花の中の構造（牧野
新日本植物図鑑より）

室カレンダー」でご確認をお願いします（町ホーム
ページでもご覧いただけます）。ご迷惑をおかけし
て大変申し訳ありませんでした。

～保健センターからのお知らせ～　訂正とお詫び
　町報 5 月号の「令和 4 年度 6 月イベントカレン
ダー」の乳幼児健診の記載に誤りがありました。正
しくは「令和4年度 小布施町乳幼児健診・子育て教

おぶせミュージアム・中島千波館　information
作家と地域の人々がつくりあげてきた美術館

　現在第二展示室では、中島千波氏が描いた「神
し ん ち

池
花
はなしょうぶ

菖蒲」（四曲一隻屏風、全7隻）を紹介しています。こ
の作品は、7枚の金屏風に白・赤・青・紫と色とりどり
の花菖蒲が描かれた全長約24ｍの長さに及ぶ壮大な
作品です。こぢんまりとした展示室内全面を使って７枚
すべてを展示しています。展示室の中央にある椅子に座
ると、まさに金色に輝く日の光を浴びて咲き誇る花菖蒲
に囲まれたようなぜいたくなひとときを楽しむことが
できます。
　実はこの作品、尾形光

こうりん
琳の「燕

か き つ ば た
子花図」（国宝・根津美

術館蔵）に刺激を受けて制作されたものなのです。「燕
子花図」は六曲一双屏風（六曲の屏風が２枚で対になっ

「時
と き

代を越えてつながる作家の感性」
ている）ですが、花菖蒲は７枚の連作でチャレンジ精神
にあふれた千波氏らしい作品と言えるでしょう。この作
品を観るときは、尾形光琳が眺めたであろう燕子花にも
思いをはせてみるのはいかがでしょうか。
　中島千波氏は「人間の見る目は美しく感じるものを一
つ一つしっかり見ている。目に映るものを一つずつ丁寧
に描きたい」と語ります。
　一つの作品に込めた作家の感性をじっくりとお楽し
みください。

神池花菖蒲Ⅵ 神池花菖蒲Ⅶ

「神池花菖蒲」は7月5日㊋まで「中島千波の版画
作品と色々な仕事」展でご覧いただけます。
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　東大先端研・小布施町コミュニティ・ラボは、5月
26日㊍に矢島公民館で農家の皆さんと意見交換会を
開催しました。学生から町の農地の現状について報告
した後、グループに分かれ「小布施町の農の現状と未
来」をテーマに意見交換を行いました。「昔は量で勝負
の農業だったが、今は物語と個性で売る時代」「親子
などが農業体験できる公園のような場があるといい」、
一方で「農業体験が消費に結びついていない」など、
さまざまな意見や提案が出されました。今後も農家の
皆さんと共に農住混在の土地利用について考えてい
きます。

小布施町の農の現状と未来を考える 情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

自分たちが食べるものは自分たちでつくる

　6月2日㊍、栗ガ丘小学校5年生の田植え教室が
行われました。米作りを通じ日本の食や食文化につ
いて考えようと毎年行っているもので、農業委員会
や水稲生産組合の皆さんに植え方を教えてもらいな
がら、手植えでの田植えを体験しました。児童たち
からは、「はだしで田んぼに入ってヌルヌルしたけど
気持ちよかった」、「カエルがたくさんいて驚いた」、

「どんなお米ができるか今から楽しみ」といった声が
聞かれました。

Voice

　毎年同じ内容の訓練でも 1 年に 1 回やること
は、いざという時にすぐに対応できて大切だと
再確認できました。
松村自主防災会長　　藤本富士雄さん

災害時の行動を確認
　6 月５日㊐に、震度 5 強の地震を想定した町総合
防災訓練を行い、2,966 人が参加しました。各公
会堂での集合訓練や避難所開設訓練、初期消火訓練
など、災害時の行動を確認しました。


